
　市内の農業者の方、興味をお持ちの方はぜひ
ご参加ください。

           2月23日(木) 午後2時～4時
           潮来ホテル（あやめ1-10-7）
　　　　　 
　演題 「今日の米流通事情」変わる生産と流通
  講師　八木 俊明 氏
          (株)グレインエスピー 代表取締役会長
     　  潮来市 農政課 TEL 63-1111 内線264

            2月18日(土)  
　　　　　　午前9時30分～午後0時30分
            中央公民館(大ホール、その他)
            講演　　「人生いろいろ」
            講師　　春日 三球 氏
　※障害福祉サービス事業所展示即売会やおに
    ぎり、とん汁の無料配布も行いますので、
    お気軽にご来場ください。

  潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

　

     　　 3月11日(日)　午後1時～3時20分

      　　潮音寺（境内）日の出4-7

　※雨天時は日の出中学校体育館で行います。

　　

　1.講演　Ā日本人の心の復興」

　　　　　奈良薬師寺 山田法胤管主

　2.鼎談　森山良子 氏・潮来市長柗田千春・

　　　　　安田暎胤 塾長

　3.独唱　森山良子 氏

          無料

　　　　　1,000人（先着順）

　　　 　 2月29日(水）必着

　　　 　 

　代表者の住所、氏名、電話

　番号、参加人数を明記の上、下記までハガキま

　たはFAXにてご応募ください。参加無料・当日は

　事前に送付される参加証をご持参ください。

　　　 　 薬師寺21世紀まほろば塾・読売新聞社

　　　　　潮来市こころの健康づくり推進委員会

　　　　　潮来市・潮来市歴史文化推進協議会

　薬師寺21世紀まほろば塾・潮来塾実行委員会

　〒135－0064東京都江東区青海2-7-4-619

  TEL 080-6757-6322　FAX 03-6457-1269

 毎日の暮らしの中で、役所の仕事についてお困り

のことがありましたら、お気軽にご相談ください。

　　　　　 2月15日（水）午後1時～3時

　　　　　 津知公民館  

           　　（行政相談委員　木内 洋子 氏）

 　　　　　かすみ保健福祉センター  

　　　　　 　（行政相談委員　明間 愛子 氏）

　

  潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111  内線205

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢

者の認知症等について専門医が相談に応じます。

震災によるストレスや不安等についてもご相談く

ださい。

　　　　　 2月16日(木)　午後1時～2時

          かすみ保健福祉センター

          電話または直接窓口で

　　　　　ご予約ください。

　

　潮来市かすみ保健福祉センター

　TEL 64-5240

           2月16日(木) 午前10時～午後3時

　　　　　 津知公民館

　・いじめ、体罰、女性・外国人などの差別問題

　・家庭内(夫婦、親子、相続)の問題

　・金銭貸借、借地借家、近隣間のもめごと

           事前予約不要

　水戸地方法務局鹿嶋支局　TEL 83-6000

常設相談所

水戸地方法務局鹿局 TEL 83-6000(予約優先)

所在地　鹿嶋市鉢形1527番地1(鹿嶋市役所　隣）

全国共通　人権相談ダイヤル　TEL 0570-003-110

　　　　　　

～高齢者の芸能・音楽・日ごろ磨いた技の祭典～

           2月19日(日) 午前10時～午後4時

　　　　　 レイクエコー(行方市宇崎1389)

　　　　　 事前予約不要

　茨城県鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会 

　担当　村田 司郎　TEL 83-0037

　市役所本庁舎および市内教育施設の放射線量は文
部科学省が8月26日に示した「1マイクロシーベル
ト毎時」を十分に下回っており、グラウンドの使用
や健康に影響のあるレベルではありません。
　　　　　　2月8日（水）　天候：晴れ

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

※（ ）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少)

　潮来市水道水の放射能量は、原子力安全委員会
が定めた基準値を下回っているため、飲料水とし
て「安全」です。検査結果は、次のとおりです。

　　　　　　　中外テクノス株式会社
　　　　　　　放射性ヨウ素  ：300 Bq/kg以下
　　　　　　　放射性セシウム：200 Bq/kg以下 
※放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳
　児による水道水の摂取を控えることとされます。
　
  潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

1月 10 日

放射能量 (Bq/kg)
内　容 放射性ヨウ素 放射性セシウム

水道水
(市上水道 )

(I-131) (CS-137)

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (1.1 Bq/kg 未満 ) 1 月 17 日

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

1 月 24 日

1 月 31 日

検査機関

暫定規制値

実施日

潮来市水道水の放射能量測定結果

行 政 相 談(無料・秘密厳守)

東日本大震災潮来市復興祈念イベント
『薬師寺21世紀まほろば塾・潮来塾』

特設人権相談所開設(無料・秘密厳守)

常設相談所

水戸地方法務局鹿嶋支局 TEL 83-6000(予約優先)

所在地　鹿嶋市鉢形1527番地1(鹿嶋市役所　隣）

全国共通　人権相談ダイヤル　TEL 0570-003-110

測定場所
放 射 線 量

潮来第一中学校

潮来第二中学校

日の出中学校

牛堀中学校

潮来小学校

津知小学校

日の出小学校

延方小学校

大生原小学校

徳島小学校

牛堀小学校

延方幼稚園

うしぼり幼稚園

潮来市役所

地上 50cm 地上 1ｍ

0.185

0.087

0.136

0.113

0.096

0.077

0.070

0.078

0.078

0.084

0.073

0.092

0.102

0.117 (  0.007 )

(▲0.010 )

(　0.010 )

(　0.010 )

(▲0.001 )

(　0.004 )

(　0.003 )

(　0.005 )

(　0.012 )

(　0.022 )

(▲0.013 )

(▲0.001 )

(▲0.005 )

(　0.028 )

(▲0.006 )

(▲0.001 )

(▲0.003 )

(▲0.011 )

(▲0.003 )

(　0.009 )

(▲0.005 )

(　0.004 )

(　0.011 )

(　　　  )

(　0.020 )

(▲0.002 )

(▲0.001 )

潮来保育所 0.095 (  　　  )

(　0.012 ) 

(▲0.020 )

白帆保育園

スサキ保育園

慈母保育園(旧津知幼稚園)

牛堀保育園

かすみ保育園

小羊保育園

日の出保育園

潮来幼稚園 0.130

0.175

0.080

0.130

0.116

0.092

0.087

0.065

0.074

0.080

0.079

0.097

0.079

0.103

0.099

0.121

0.116 0.113

0.102 0.092

0.123 0.109

0.117

0.098 0.092

0.110 0.108

0.089 0.085

0.072 0.072

(▲0.024 )

(　0.007 )

(▲0.010 )

(　0.018 )

(　0.018 )

(▲0.002 )

(▲0.005 )

(　0.003 )

(　0.034 )

(  0.016 )

(　0.028 )

(▲0.012 )

(　0.012 )

(▲0.003 )

(▲0.005 )

(　0.013 )

0

こころの健康相談(無料・秘密厳守)

鹿行はつらつ文化交流発表会(無料)

買ってもらえる米づくり研修会(無料)

潮来市社会福祉大会

～手をつなぎ　共につくろう　福祉の輪～

【歌手　森山 良子】

0

お知らせ

日　　時

場　　所

問合せ

問合せ

内　　容

日　　時

場　　所

問合せ・応募先

問合せ・予約先

申込方法

日　　時

場　　所

内　　容

申込方法

問合せ

日　　時

場　　所

問合せ

日　　時

場　　所

問合せ

内　　容

日　　時

場　　所

問合せ

　　 子ども手当の申請はお済みですか？

　平成 23 年 10 月から子ども手当制度が改正

されたため、改めて申請が必要となります。

未申請の方はお早めに社会福祉課にて手続き

をお願いします。

　平成 24年 3月 30 日 (金 )までに、申請をされ

ない場合、平成 23年 10 月分以降の子ども手当は

支給されませんので、ご注意ください。

【問 合 せ】

  潮来市　社会福祉課　子育て支援グループ
  TEL 63-1111  内線 385、386

内　　容

日　　時

場　　所

応募期限

募集人数

入 場 料

応募方法

共　　催

後　　援

主　　催

｢春の健康フェスタ｣ 市民ヘルスウォーキング大会

日　　時

場　　所

内　　容

問 合 せ

　　　　 2 月 25 日（土）　午前 9 時～正午

　　　　　かんぽの宿潮来
　　　　　①健康づくり功労団体の表彰　②市長講演
　　　　　③健康づくり選択メニュー体験
　　【ヘルスウォーキング】
　　　・レギュラーコース（7km）　見所：大生神社 等
　　　・ショートコース　 （4km）  見所：愛染院 等
　　　　　
　・かんぽの宿潮来の温泉入浴優待券 (入湯税 150 円は別途負担 )
　・特製とん汁を無料配布

　　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

特　　典

参加費
 無料

申込方法

大 生 神 社大 生 神 社大 生 神 社大 生 神 社

愛 染 院愛 染 院愛 染 院愛 染 院



　　　　　　2月18日(土)
　　　　　　午後6時30分開演 (午後6時開場)
　　　　　　潮来公民館(大ホール)
　　　　　　落語　　：吉原朝馬、古今亭志ん馬、
　　　　　　　　　　　古今亭駒次、吉原すずめ
　　　　　　マジック：Mr.クマリック
　　　　　　2,000円(309席 全席指定)
　　　　　　※未就学児の入場はご遠慮願います。
　　　　　　潮来公民館窓口にて販売します。
　※電話での予約は行いませんので、ご了承ください。

　潮来市立潮来公民館　
　TEL 62-3522
  (月曜を除く午前9時～午後5時)

　あやめまつり期間に実施する｢嫁入り舟｣の花
嫁・花婿・仲人衣装の支度（着付け・髪セット・
化粧等）業務の実施を希望する美容室等を募集し
ます。
 以下のとおり説明会を開催しますので、参加を希
望される方はご応募ください。
　　　　　　2月21日(火) 午前10時～11時
　　　　　　潮来市役所3階(第1会議室)
　　　　　　2月17日(金)
　　　　　　電話にて、ご応募ください。

　水郷潮来あやめまつり実行委員会事務局
　(潮来市観光商工課内)　TEL 63-1111 内線244

　 ～腎臓を守ることは脳や心臓を守ること～            

            3月17日(土) 午後1時30分～3時30分
　　　　　　(受付：0時30分～)
            レイクエコー(行方市宇崎1389)

　1部：特別講演Ⅰ　山縣 邦弘 氏
　　　　　　　　  （筑波大学 腎臓内科学教授)
　　　 特別講演Ⅱ　田畑  均  氏
　　　　　　　　 （なめがた地域総合病院院長)
　2部：パネルディスカッション
　　　　　　　　 医師・管理栄養士・保健師

 セミナー終了後：健康相談コーナー(希望者のみ)
            無　料
            200名(先着順)
　　　　　　定員になり次第、締め切ります。
　　　　　　電話またはファックス、メールにて
            ご応募ください。

　潮来市かすみ保健福祉センター
　TEL 0299-64-5240 　 FAX 0299-80-3077
　Eメール：kenkou@city.itako.lg.jp　　　　　

　　　　　　 3月4日(日)　潮来市役所午前7時出発
　　　　　　水戸市偕楽園周辺
　　　　　　一般 大人4,500円 小学生以下3,500円
　　　　　　会員 大人3,500円 小学生以下2,500円
            40名
　　
　いきいきITAKOスポーツクラブ  TEL 64-5886
　土曜日 午後1時～4時 日曜日 午前10時～午後4時

日　　時

春の水戸偕楽園と千波湖一周ウォーキング

問合せ・応募先

　　　　　潮来市  税務課　収税ｸﾞﾙｰﾌﾟ　TEL 63-1111　内線127～129問合せ

　2 月１８日（土）～２６日（日）の期間中、休日・夜間の納税相談を実施しますので、平日に市役所へ

お越しになれない方は、この機会をご利用ください。納期内の納付が無い場合は平成 24 年度（平成 24 年

4 月～）の国民健康保険証が短期または資格証になる可能性がありますので、早めの納付をお願いします。

平成２３年度 国民健康保険税重点納税相談を実施します

場　　所

参 加 費

募集人数

腎臓病市民公開セミナー

日　　時

問合せ・応募先

場　　所

内　　容

参 加 費

募集人数

応募期限

応募方法
「嫁入り舟の花嫁さん」

衣装着付け等を希望される美容室募集

募　　　集

潮来あやめ寄席

日　　時

場　　所

応募期限

応募方法

問合せ・応募先

入 場 料 

販売場所 

場　　所 

内　　容 

日　　時 

問合せ・応募先

住民税申告･確定申告の期間は ２月１６日(木)～３月１５日(木)です
申告会場はかすみ保健福祉センターとなります。※市役所窓口では受付しません。

住民税申告の必要な方
　平成24年1月1日現在で潮来市内に住所を有する方で、
平成23年中に給与、年金、営業、農業、不動産、譲渡
などの各種収入がある方。
　ただし、次の①～③に該当する方は必要ありません。

①１ヶ所からの給与所得のみの方で、職場から給与
支払報告書が提出されている方
　例：サラリーマン、パートなどの方

②税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
③学生等の収入がない方で同一世帯の家族の扶養に

なっている方

※所得税の場合、給与所得者で、給与所得以外の所得
の合計額が20万円以下の場合は、確定申告の必要は
ありませんが、市・県民税については申告しなけれ
ばなりません。

※平成24年1月2日以降に転入してきた方は、平成24年1
月1日現在の住所地にて住民税の申告をしてください。

申告のとき必要なもの
①印　鑑

②申告書（税務署から確定申告書が送られている方）

③国民健康保険税、国民年金保険料、任意継続保険料

等の領収書又は証明書

④生命保険・地震保険等の証明書

⑤医療費控除を受ける方は、必ず医療機関の領収書 

平成23年分（1月から12月分まで）

⑥振込先金融機関名・口座番号のわかるもの、本人名

義に限ります（所得税の還付がある方）

⑦障害者手帳等（障害者控除を受ける方）

⑧給与所得者や年金所得者は源泉徴収票（退職した方

で、退職金があった方は退職金の源泉徴収票）

⑨営業所得や不動産所得のある方は収支内訳書

⑩農業所得のある方は農業所得収支内訳書、また震災

により東電からの損害賠償金がある方は通知書

⑪寄付金の証明書(震災に対する日本赤十字社や潮来

市への寄付金等)

⑫東日本大震災で被害を受けられた方は以下の書類を
ご持参ください

住民税申告・相談日程表
受付時間：午前９時００分～午後４時００分

◎対象地区は全て小学校区単位で指定しています。
　※前年と地区および日時が変わっております。
　※上記対象地区は混雑緩和のための地区指定です。
    対象地区以外の日でも受付けします。
　※必ず受付時間内までに、ご来場ください。
  ※今年度は、震災により申告会場が大変混雑すると思
    われますので、ご了承ください。

◎所得税の還付申告は、申告期間前でも税務署に提出
できます。早めに申告を！！

問合せ：潮来市 税務課 TEL 63-1111 内線121、123
　　　　潮来税務署　　TEL 66-6931(自動音声案内0番)

２月１６日 木

　　１７日 金

　　２０日 月

　　２１日　火 

　　２２日 水

　　２３日 木

　　２４日 金

　　２７日 月

　　２８日 火

　　２９日 水

３月　１日 木

　　　２日 金

　　　５日 月

　　　６日 火

　　　７日 水

　　　８日 木

　　　９日 金

　　１２日 月

　　１３日 火

　　１４日 水

　　１５日　木

かすみ保健福祉
センター
(島須777)

対象地区 会　場月　日

大生原

延　方 

徳　島

日の出

潮　来

障害者の日

津　知

予 備 日

牛　堀

休日納税相談

実　施　日

2 月１８日（土）・１９日（日）
2 月２５日（土）・２６日（日）

午前 9 時 00分
   ～午後４時 00 分

夜間納税相談 2 月２０日（月）～２４日（金）
午後 5 時 15 分
   ～午後 7 時 15 分 潮来市役所 1 階 5 番窓口

税務課収税グループ

開庁（相談）時間 会　場会　場開庁（相談）時間実　施　日

２月は国民健康保険税第８期の納付月です。納付期限は２月２９日（水）と

なりますので、口座振替の方は口座の残高の確認をお願いします。

ア 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かる

もの（建物の請負契約書等）

イ 被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、

その面積が分かるもの（固定資産税納税通知書等）

ウ 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用およ

び修繕費用などの分かるもの（領収書・請求明細

書・ジャッキアップ工事は見積書または領収書）

オ 被害を受けたことにより、受ける保険金等の金額

が分かるもの（保険金支払通知書等）

カ 「り災証明書」の交付を受けている場合には、そ

の証明書（写し可）

キ 事前に損失額計算書を作成されている方は、損失

額計算書

・譲渡所得（不動産の売買による所得）のある方
・株式譲渡、配当金のある方
・住宅借入金(取得)等特別控除を受ける方（初年度）
・震災による損失額の計算のうち複雑なもの

・年少扶養親族（16歳未満の扶養親族)の控除が所得

税では廃止されましたが、住民税では申告が必要と

　なります。確定申告書第2表、住民税に関する事項

「16歳未満の扶養親族」欄へ必ず記載してください。

・公的年金所得が400万円以下で、かつ公的年金所得

以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要

となりましたが、所得税の還付を受ける場合は今ま

でどおり申告してください。所得税の還付が無い方

で、生命保険料控除等がある方は住民税の申告をし

てください。

次の方は税務署で申告してください

確定申告の際の注意事項(今年度から適用)
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